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１．はじめに

青柳誠司＊1

　本プロジェクトは、私立大学戦略的研究基盤形成支援
事業の支援を受け、ナノ・マイクロメートルスケールの
３次元微細構造の創生技術とバイオミメティクス技術の
融合による新学問分野の確立、およびその医療デバイス
およびメカトロニクス・ロボティクス関連のデバイス開
発への応用を目的として実施している。本プロジェクト
の実施機関は 2015年度から 2019年度であり、本年度は
その 4年目にあたる。
　プロジェクトは、昨年度までに引き続き 13名の研究
者で遂行した。組織構成も前年度までと同様にグループ
制を取り、グループ毎に担当分野についての研究を遂行
した。グループの名称及び所属する研究者は、以下の通
りである。ナノ・マイクロ加工グループ（青柳、新宮原、
新井、山口）、医療応用グループ（福永、大村、稲田、
髙澤、歌）、バイオミメティクスグループ（伊藤、鈴木、
高橋）。
　以下に、プロジェクトの進捗状況を簡単に記す。バイ
オミメティクスグループでは、特に蚊の穿刺吸血行動を
メカニズムの解明、およびそれを応用した微細針の穿刺
方法の開発を実施した。従来研究においては、作製した
微細針をマウスに穿刺する際に諸々の問題が発生してい
たが、開発した穿刺方法の採用によりこの問題に解決が
見られた。また、3次元光造形装置を利用してヤモリの
毛を模擬したナノスケール吸着構造を作製、その効果を
実証した。

タコの吸盤を模倣したロボット用グリッパについて
は、より実用環境を想定した把持対象を設定し、把持力
を向上させるためにグリッパの改良を実施した。グリッ
パに形成する吸盤に水袋を付与した結果、従来では把持
できなかった柔軟な物体も把持できるようになった。
　また、蝉の羽を模倣した細菌を寄せ付けない表面構造

の研究も継続した。クマゼミの羽表面に蛍光タンパクを
生成可能な大腸菌を滴下し、その大腸菌がナノ構造上で
死滅する過程を 1細胞ごとに観察することで、クマゼミ
の羽根の殺菌作用に 3つの過程があることを見出した。

ナノ・マイクロ加工グループにおいては、金（Au）
薄膜のパターンを触媒とした湿式エッチングにより、シ
リコン（Si）に高アスペクトの穴を形成することに成功
した。本手法は、Si基板への貫通穴（TSV）を低コスト
に形成する手法として期待される。
　また、昨年度に引き続きNi鋳型を用いたナノインプリ
ント法により、ダイヤモンド表面へ微細な溝形状を形成
する手法の開発を行った。本年度は、加工量増加のため
の繰返し加工プロセスの確立を試みた。
　3次元光造形装置を利用して作製した極微小光モータ
動作の研究についても継続しており、本年度は複数の
モータをギアでリンクさせる手法について開発した。上
記したプロジェクトの成果について、次章より各担当者
が具体的に記述する。

２．微細針を用いた新しい採血方法の提案―往復回転運

動の利用、血管可視化―

青柳誠司、鈴木昌人＊2、福永健治＊3

髙澤知規＊4、歌大介＊5

２．１．緒言

　昨年度までに引き続き、穿刺時の痛みの少ない低侵襲
性の微細針の開発の一環として、穿刺抵抗を低減する穿
刺方法を探求した。従来研究においては、2本の針を交
互に振動させることで穿刺抵抗を低減することに成功し
ていたが（図 1（ｉ）参照）、本手法は針の構造と穿刺動作
が共にやや複雑であった。1,2）そこで、今年度はより単純な
機構による穿刺抵抗の低減を目指し、1本の針をモータ
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で回転させる手法を採用した（図 1（ⅲ）参照）。結果、
本手法により穿刺時の針の座屈を防止し、同時に皮膚の
窪みを防止することに成功した。また、一方方向に回転
させるだけでなく、一定角度毎に回転方向を切り替える

“往復回転”を針に付与した結果、往復回転の方が穿刺抵
抗の低減効果が大きいことが分かった。本報告において
その詳細を報告する。

２．２．実験手法

　直径 100 µmの中実ステンレス製針（セイリン社製鍼
灸針）の根本をステッピングモータに固定し、更にステッ
ピングモータを電動リニアアクチュエータに設置するこ
とにより、一定速度で前進・後退させながら針を進行方
向（針の長手方向）に垂直な方向へ回転させる穿刺機構
を用いた。また、ステッピングモータの回転速度および
回転方向をファンクションジェネレータにより発生させ
たパルス信号により制御した。穿刺速度および穿刺後の
後退速度は、0.1 mm/sとした。穿刺対象はヤング率約0.4 
MPaのポリジメチルシロキサン（polydimethylsiloxane, 
PDMS）製の人工皮膚、およびマウスの皮膚とした。
PDMSは、一軸力覚センサに貼付した状態で穿刺するこ
とで、針穿抵抗力を苦呈した。マウスを用いた実験は、
関西大学化学生命工学部 動物実験委員会の承認の下で
実施した（承認番号：1408, 1509, 1606, 1707）。

２．３．実験結果

（1）一方向回転の付与効果の評価結果

微細針の回転数を変化させてPDMS製人工皮膚へ穿刺
した際の針の穿刺移動量と穿刺抵抗力の関係を図 2（a）
に、微細針の穿刺深さが 2 mm（最大値）の際の人工皮
膚表面の状態（窪み）を図 2（b）にそれぞれ示す。この
結果が示す通り、回転の付与により穿刺抵抗力と皮膚の
たわみが共に低減されることが分かった。穿刺抵抗力は、
回転速度に対して単調に減少し、180 rpm付近でほぼ飽
和した。このような結果が得られたのは、針を回転させ
ることで微細針と穿刺対象の間の摩擦力が低減すること
で、穿刺抵抗力が減少したためであると考察される。

　微細針の回転速度を 180 rpmに固定し、マウスへの穿
刺した場合の様子を観察した。結果を図 3に示す。マウ
スの皮膚が微細針の回転にねじれ、穿刺箇所付近の血管
から血液が逃げてしまう様子が観察された。これは、人
工皮膚では見られない現象であった。この結果より、マ
ウスの皮膚の弾性率が人工皮膚の弾性率より小さい可能
性、およびマウス皮膚と針の間の摩擦力が針と人工皮膚
の間の摩擦力より大きい可能性が示唆される。

（2）ねじりの付与効果の評価結果

微細針に往復回転を付与しながらPDMS製人工皮膚に
穿刺し、その際の抵抗力を測定した。本実験においては、
回転速度を 180 rpmに固定し、回転方向を切替えるまで
の回転角度（本報告においてはこれを“ねじり量”と呼
称する）を変化させて複数回実験を実施した。その結果
を図 4（a）に、穿刺深さが 2mmの時点における人工皮膚
表面の様子を図 4（b）に示す。この結果より、針のねじり
量を大きくすることで穿刺抵抗力と穿刺時の人工皮膚表面
の窪みが低減していくことが分かった。これは、ねじり

図 1．提案する微細針の穿刺方法
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図 2． 一方向へ回転させながら針を穿刺した際の穿刺抵抗力
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量を大きくすることにより微細針と穿刺対象の間に滑り
が発生し易くなることが原因であると推測される。
　針に往復回転を付与した状態でマウスの皮膚へ穿刺し、
皮膚に与える影響を観察した。針を回転させずに穿刺し
た場合の結果を図 5に、ねじりを付与しながら穿刺した場
合の結果を図 6にそれぞれ示す。ねじり量は 1140 °（4回
転）とした。回転を付与しない場合、穿刺途中で針がマ
ウスの皮膚を巻き取り、その影響により針の進行方向が
ずれていく様子が観察された（図 3）。一方、微細針が
マウスの皮膚を巻きとることなく穿刺される様子が観察
された（図 5）。また、抜針後に穿刺跡から出血される
様子も観察された（図 6）。

３．ヤモリを模倣した２段構造を持つ微細毛作製と吸着

力の評価

青柳誠司、鈴木昌人

３．１．研究背景

ヤモリは足裏に生えている複雑な 2層構造を有する微
細毛によりファンデルワールス力を発生させ、様々な壁
面に吸着していると言われている３）。このヤモリの足裏
の微細毛を模倣する研究は数多く行われているが４）、未
だ完全な再現には至っていない。本報では、3D光造形
装置を用いてヤモリの毛を再現した微細毛を作製した。
また、ナノインプリント技術によりCyclo Olefin Polymer

（COP）フィルムへその構造を転写する技術の開発を実
施した。

３．２．微細毛の作製

　3 D光造形装置（Nanoscribe社, Photonic Professional 
GT, 水平分解能：200 nm，垂直分解能：800 nm）を使
用してヤモリの微細毛を模倣した構造を作製した。作製
した微細毛の設計図を図 7に、作製した微細毛の電子顕
微鏡（SEM）像を図 8に示す。

　COPフィルムへの転写工程を図 9に示す。ナノイン
プリント装置を使用してシリコン製の型の形状（直径
30 µm、ピッチ 40 µmの突起）を転写する。ここで、型
温度は175 ℃、押し付け圧力は2.0 MPaとした。その後、
Alを陽極酸化することで得られるアルミナのナノポー
ラス構造（AAO）を型として、先に形成したCOPの突起
先端にさらに細かい微細毛構造を転写した。作製に成功
した部分のSEM画像を図 10に示す。一部で突起の先端
同士が凝集しているものの、概ね目的とした形状を得る
ことに成功した。

図 5． 回転を付与していない針を穿刺した場合の
ヌードマウスの皮膚の様子
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図 6． ねじりを付与した針を穿刺した際の
ヌードマウスの皮膚の様子
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1.0 mm 

 

図 7．3D光造形法により作製した微細毛構造の設計図

図 8．3D光造形法により作製した微細毛構造のSEM像

図10．  ナノインプリント法を用いて作製した
ナノ微細毛のSEM像
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図 9．  ナノインプリント法を用いたヤモリ脚裏の
微細毛を模擬したナノ構造の作製法
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３．３．微細毛の吸着力評価結果

　作製した微細毛の吸着力を実際に測定した。測定方法
としては、微細毛をパリレンフィルム（長さ 40 mm、
幅 1 mm、厚さ 10 µm）に吸着させた後に引張し、フィ
ルムのたわみから吸着力を計算した。 3 D光造形装置で
作製した微細毛構造、ナノインプリント法により作製し
たCOP製微細毛構造、および実際のヤモリの微細毛を
評価対象とした。
3 D光造形装置で作製した微細毛については、パリレ

ンフィルムへの吸着が見られなかった。これは、先端の
微細毛が凝集してしまい、微細毛としての機能が失われ
てしまったこと、毛の長さが短くフィルムに対する接触
の柔軟性が不十分だったことが原因であると考察され
る。COPにより作製した微細毛は、フィルムに吸着する
様子が観察され、その吸着力の平均値は 2.65mN/mm2

であった。ヤモリの微細毛の吸着力は、約 0.3mN/mm2

と評価された。

３．４．結論

　3 D光造形法またはナノインプリント法を利用して、
ヤモリの脚裏の微細毛を模擬した 2層構造を有する吸着
構造を作製し、その吸着力を評価した。3 D光造形法に
より作製した微細毛の先端部分で凝集してしまい、吸着
力を発揮することが出来なかった。一方、ナノインプリ
ント法により作製した微細毛は、対象に吸着する様子が
観察された。今後は、3 D光造形法により作製する微細
毛構造の設計の見直しを行うと共に、吸着力の測定方法
についても改良を行う予定である。

４．柔軟物把持に適した水袋を有するタコ模倣型真空吸

着グリッパの開発

高橋智一＊6

４．１．研究背景

　物流業界における搬送の自動化では、液体の入った容
器などの柔軟物把持が課題となっている。柔軟物は把持
中に形状が変化するので、持上げに最適な把持位置が変
化する。例えば、吸着パッドを用いた場合、持上げ前は
物体の重心位置を把持できる。また、吸着パッドを物体
に押し付ければ密着できる。しかし、物体を持ち上げる
とその重心位置が変化して吸着部にモーメントが生じ
る。また、重心位置だけでなく物体の表面に凹凸が生じ
るため、吸着パッドが剥離しやすい。
　我々は、これまでタコの吸盤を模倣した真空吸着グ
リッパを提案した。このグリッパは、形状が複雑な金属
材などを把持できる。しかし、柔軟物は把持できなかっ

た。これは、グリッパの剛性変化が原因である。吸引前
のグリッパは柔軟であるが、吸引時にグリッパの剛性が
高くなる。このため持ち上げ時の物体の形状変化にグ
リッパが追従できない。そこで本研究では、柔軟な構造
である水袋を吸着面に取り付けたグリッパを提案する。
水袋は柔軟性と弾性を有するので、持ち上げ後の物体の
形状変化にも追従できる。なお、水袋を用いたロボット
ハンドの研究はいくつか報告されている。本稿では、水
袋の形状追従性の効果を調べるため、水袋を有する吸着
グリッパを試作した。グリッパを用いて、詰め替え用の
液体洗剤などの物体を把持できるか調べた。

４．２．吸着原理

　基本となる原理は、従来のタコ模倣型吸着グリッパと
同じである。グリッパを物体に密着させた後、グリッパ
内部を負圧にする。負圧にすると膜が引き上げられてグ
リッパと物体の間の体積が増える。体積が増えるので、
ボイルの法則から空間の圧力が下がる。膜の復元力は小
さいので、空間の圧力は減圧装置の到達真空度と同程度
になる。また、復元力が小さいので吸着時の膜の変位は
小さい。物体が柔軟物の場合、物体を持ち上げると凹凸
が生じる、および物体の重心が移動するが、水袋の形状
追従の効果により物体を吸引し続けられる。なお、物体
を剥離する場合はグリッパ内圧を大気圧に戻す。
　本稿で作製したグリッパは、水袋と従来のタコ模倣型
吸着グリッパの組み合わせになる。従来のグリッパの外
径および薄膜の直径は、それぞれ45 mm、26 mmである。
グリッパは、カップ状シリコーンゴムにガラスビーズを
充填した構造をもつ。このグリッパの構造および作製法
は従来と同様である。水袋は、リング状シリコーンゴム
の袋に水を充填した構造である。グリッパに取り付けた
リング状の水袋の外径と内径はそれぞれ 45 mm、26
mmである。水袋の厚さおよび高さは、それぞれ 0.5
mm、1.8 mm程度であった。充填した水の質量は 2.8 g
である。

４．３．把持試験

　水袋の形状追従性を確かめるため作製したグリッパを
用いて、柔軟物把持の成功回数を調べた。柔軟物は 7種
類とした。柔軟物にグリッパを垂直に押し当てるため、
ハンドプレス機を用いた。ハンドプレス機の上端にロー
ドセルと吸着グリッパを取り付ける。ロードセルとグ
リッパの間には摺動機構がある。グリッパは吸着と同時
に収縮するが、その収縮で物体からグリッパが剥離する。
これを防止するために摺動機構を用いる。グリッパが収
縮しても摺動機構が下がるため、物体とグリッパの位置
は変化しない。ロードセルの出力はアンプで増幅した後、＊6　システム理工学部准教授　博士（工学）
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データロガーに記録する。なお、真空ポンプの到達真空
度は 26.6 kPaである。吸着と剥離の切り替えは、三方向
弁で操作する。グリッパを物体に押し付ける力は、1～
3 Nとした。試験回数は、各条件につき 5回とした。把
持成功の条件は、物体を持ち上げた状態を 5秒間維持で
きた場合とした。比較のため水袋のない吸着グリッパを
用いて同様に試験した。
　把持成功の回数を表 1に示す。水袋のない吸着グリッ
パは、いずれの物体も把持できなかった。水袋を有する
吸着グリッパは質量が、810 gの対象物（g）を除く柔軟物
を把持できた。対象物（f）は、質量 470 gの詰め替え用
液体洗剤である。対象物（g）は、ポリエチレン製の袋に
液体を充填した構造をもつ。持ち上げ後の対象物の変形
が大きいため、対象物（g）を持ち上げられなかったと考
えられる。なお、吸着グリッパを手で操作すると対象物

（g）を持ち上げられたので、対象物（g）を把持する吸着
力があると考えられる。

表1．把持成功回数

４．４．結論

　柔軟物を把持するため、水袋を有するタコ模倣型吸着
グリッパを提案した。水袋は把持における柔軟物の変形
に追従する。これによりグリッパは柔軟物に密着できる。
そこで、水袋を有する吸着グリッパを試作した。グリッ
パの外径は 45mm、水袋の外径および内径は 45mm、
26mmである。試作したグリッパを用いて 7種類の柔軟
物を把持した。水袋のないグリッパは、すべての対象物
を把持できなかった。それに対して、水袋を有する吸着
グリッパは 1種類を除いて把持できた。このとき、把持
できた質量の最大値は 470 gであった。また、着色した
水袋を用いて観察して柔軟物の変形に追従することを確
かめた。タコ模倣型吸着グリッパの底面に柔軟なパッド
を取り付ければ、柔軟物の把持に有効に働くとわかった。

５．天然および人工ナノ構造による殺菌効果の細胞レベ

ル観察

伊藤健＊7

５．１．はじめに

マイクロ・ナノ構造の視点で生物を見てみると、昆虫
を代表として様々な優れた機能を持っていることが明ら

かにされてきた。セミやトンボなどの昆虫の翅には無数
のナノメートルオーダーの寸法を持つ柱（ピラー）構造
が存在している。これらの構造は、自己組織化により形
成された非常に特有の構造である。ナノピラー構造は、
ロータス効果による撥水性を示すほか、光に対する無
反射構造としても知られている。さらに近年、この構
造が持つ物理的な特性が殺菌作用を示すことが報告さ
れた 6,7）。殺菌のメカニズムは、ナノ構造と細菌の細胞
膜との相互作用であると推測されている。特に、細胞膜
の薄いグラム陰性菌に効果があると言われているが、そ
のメカニズムは解明されていない。
　近年、抗菌剤に耐性のある細菌に感染して死亡する
ケースが増加している。WHOの報告では、年間約 70万
人が抗菌剤耐性感染症により死亡しており、2050年に
はその数は1000万人にまで増加すると危惧されている8）。
これまでの抗菌剤は化学的作用によるものであったた
め、細菌が化学物質への耐性を得ると効果が無くなって
しまう。一方、ナノ構造に起因する抗菌作用は物理的な
作用であるため、持続性があり、高い殺菌効果が期待で
きる。
　これまでの抗菌・殺菌効果を評価する手法として、
JIS（ISO）規格による 24時間培養後の菌の増殖具合を
評価するマクロな手法と、細菌 1個 1個の作用を見るミ
クロな手法がとられてきた。前者の手法については、2
年前の報告で述べており 9）、人工的なナノ構造でも抗菌
性を発揮することを示した。後者については、昨年の報
告で記載した10）。そのコンセプトは以下のとおりである。
従来のミクロな抗菌作用を評価する実験では、細胞外膜
の損傷を評価する試薬（PI/Syto9）を用いているため、
真に細胞が死に至っていることを証明していない。その
ため、グラム陰性菌として知られる大腸菌に対して遺伝子
組み換え技術を用いて、細胞内に蛍光たんぱく質を生成
させ、その蛍光たんぱく質の漏れを評価することで細菌
の内液の漏れを直接的に観察する手段を構築した。本年
は、セミの翅および人工的に模倣したナノ構造での蛍光
強度の現象を細胞レベルで詳細に解析したので報告する。

５．２．評価法

　試験サンプルとして用いたセミの翅は、クマゼミ（学
名：cryptotympana facialis）であり、学内で採取した。
翅は、エタノールで滅菌してから実験に用いた。また、
蛍光タンパク質（mCherry）を生成できるように遺伝
子を組み換えた大腸菌を用いて実験を行った。また、ク
マゼミの翅にあるナノ構造をSi基板に人工的に模倣した
サンプル（以下Si基板と記載する）を作製した 9）。セミ
の翅またはSi基板をスライドガラスに固定化した後、細
胞内に蛍光タンパク質を生成させた大腸菌を含む菌液を

Pressing force 
[N] Flexible objects

（a）（b）（c）（d）（e）（f）（g）
1 5 5 5 5 4 4 0

2 5 5 5 5 5 5 0

3 5 5 5 5 5 4 0

＊7　システム理工学部教授　博士（工学）

法人番号：271014 
プロジェクト番号：S1511031

- 58 -



― 26 ― ― 27 ―

セミの翅上に滴下した。その後、カバーガラスを被せる
ことで菌液をセミの翅全体に広げた。位相差顕微鏡と蛍
光顕微鏡を用いた同一視野の観察を行った。この時、重
力の影響を避けるため、サンプルの観察は上下をひっく
り返して行った。なお、Si 基板では光を透過しないた
め位相差像の観察は行えない。

５．３．結果と考察

　大腸菌の蛍光強度の変化を1分毎に観察した。図11（a）
にセミの翅上に滴下した後すぐと 30分後の位相差像、
蛍光像を示す。位相差像と蛍光像により同一の大腸菌の
観察したところ、複数の細胞において蛍光像の消失が観
測された。この結果は、セミの翅に付着した大腸菌の細
胞膜がナノ構造により破壊され、細胞膜内の蛍光タンパ
ク質が流れ出たためと考えられる。同様に、Si 基板で
も蛍光の消失が確認された（図 11（b））。次に、視野中
の 20個の細胞の 1つ 1つの細胞について時間に対する
蛍光強度変化を評価した。図 12（a）にはセミの翅上での
結果、図 12（b）には Si 基板上での結果を示す。図から
わかるように、いずれの場合でも時間とともに蛍光強度
が低下した。また、この蛍光強度の低下には大きく分け
て 3つの領域があることが分かった。（1）蛍光強度が変
化しない領域。この状態は、付着から数分のみで観察さ
れ、細菌によっては全く観察されないこともある。これ
は、細菌が付着しただけでナノ構造との相互作用が発生
していない状態を示している。セミの翅では、20個中 6

個、Si 基板では 20個中 5個が観察され、無視できない

割合で生じていると考えられる。（2）蛍光強度が徐々に
低下する領域。蛍光強度の低下が緩やかであり、細胞内
液が少しずつ漏れ出していることを示している。（3）蛍
光強度が急激に低下する領域。この時、2分程度で急激
な蛍光消失を示す。（2）、（3）の過程における蛍光消失の
時定数をK2、K3 と記述すると、セミの翅のK2、K3 は、
それぞれ 4.9×10-2 [min-1] 、3.6 [min-1] であった。一方、
Si基 板 で のK2、K3 は、 そ れ ぞ れ 5.1×10-2 [min-1] 、
2.3 [min-1] であった。これからの結果から、天然物、人
工物によらずK2、K3の値がほぼ一致していることから、
同じ作用、つまりナノ構造と細菌の相互作用によって殺
菌が生じていることが示された。これらの時定数は 2桁
も異なることから、別の現象であることが示唆される。
また、蛍光自体の自然消失の時定数はK2 よりもさらに
1桁以上小さかったため、蛍光材料自体による影響は無
視できる。

５．４．今後の展望

　本研究により大腸菌がナノ構造上で死滅する過程を 1

細胞ごとに観察することで、3つの過程があることがわ
かった。今後は、それぞれの過程で生じている現象を把
握することで抗菌メカニズムの解明を行いたい。

図11．観察開始直後（左）と30分後（右）の位相差顕微鏡像（上
段）、並びに蛍光顕微鏡像（中段）（スケールバー：
10 µm）
(a)セミの翅上での観察結果; (b)Si基板上での観察結果

図12．蛍光強度の時間変化
（a）セミの翅上
（b）Si基板上での観察結果

法人番号：271014 
プロジェクト番号：S1511031

- 59 -



― 26 ― ― 27 ―

６．貴金属触媒を用いた湿式Si-TSVエッチングの検討

新宮原正三＊8

　3次元実装技術においては、Si貫通電極（TSV）形成
の際に、ドライエッチング技術が用いられてきた。ボッ
シュプロセスがその代表例であるが、ドライエッチング
法では高真空装置を用いるために装置コストが高く、ま
たSiウエハ 1枚ごとのエッチング処理となるのでスルー
プットが低く、総じてコストが高いという問題があった。
そこで我々は、湿式エッチングによるTSV形成を検討する
こととした。我々はバッチ処理（複数枚同時処理）が可能
で、かつ異方性エッチングによる高アスペクト比構造の形
成に適したMetal-assisted chemical etching（MacEtch）
法に着目した。
　用いた基板は、電気抵抗率 1.0～100 Ω･cmの p 型Si

（100）基板である。MacEtchの前処理として、触媒であ
る金薄膜パターンをリフトオフプロセスにより形成し
た。金触媒パターンの形状を図 13に示す。

　直径は 10 µmであり、内部にエッチング液交換用のた
めの直径 0.2 µmの微細孔を 1～1.5 µm感覚で配置した。
なお、金薄膜（10 nm）とS基板の間にTi薄膜（10 nm）
を中間層として配置した。Ti層は、密着層およびAuと
Siの合金反応を抑制する働きがある。
　湿式Siエッチングにおいては、HF（1.0 M）とH2O2（1.7 
M）の混合液にて、添加剤としてPEG（分子量 1000）
を加えてエッチング速度及び形状の検討を行った。溶液
温度は 40 ℃、暗所にて 120分エッチングした結果を以
下に示す。図 14にPEG添加なしの場合のエッチング形
状SEM観察結果を示す。表面観察（図 14（a））より、一
部のホールでは面内方向にエッチングが進んでいること
がわかる。このような表面付近での水平方向エッチング
が起きた割合は 15%程度だった。また、面直方向にエッ
チングされた場合においても、断面観察によりエッチン
グ方向が途中で変化してホールが屈曲している場合が多
数見られた（図14（b）,（c）,（d））。ほぼ垂直にホールがエッ
チングされた割合は、全体の 30%程度であった。

次に、PEGを 5 ppm添加した場合のエッチング後の
ホール形状観察結果を図 15に示す。表面観察では、面

内方向のエッチングは殆ど認められない。断面観察にお
いて、殆どのホールがほぼ垂直にエッチングされたこと
がわかる。なお、PEG添加によってエッチング速度は約
10%低下しており、PEGはSi表面に吸着してエッチング
反応をやや抑制する効果を持つことが示された。ホール
がエッチング中に屈曲した場合には、触媒である金薄膜
が大きく変形した場合が多い。これより、PEG添加とホー
ル底部の金薄膜の変形抑止との相関が認められることと
なるが、その詳細なメカニズムは今後明らかにしていく
予定である。

７．ナノインプリント法による微細構造の創成

山口智実＊9

７．１．緒言

　本研究は、ダイヤモンドが鉄・ニッケル等の金属と接
触した際、ダイヤモンドの炭素が金属中へ拡散する現象
を利用することにより、ダイヤモンド表面への微細パ

＊8　システム理工学部教授　理学博士

図13．触媒用金薄膜パターン

＊9　システム理工学部教授　工学博士

図15．PEG 5 ppm添加した場合のMacEtch後の表面および
断面形状

図14．PEG添加なしでのMacEtch後のホール形状

法人番号：271014 
プロジェクト番号：S1511031

- 60 -



― 28 ― ― 29 ―

ターン形成技術の開発を目的とする。2018年度は、加
工量増加のための繰返し加工プロセスの確立を試みた。

７．２．繰返し加工プロセスおよび実験方法

（1）繰り返し加工プロセス

黒鉛の除去を含む加工プロセスを図16に示す。図16（a）
のようにダイヤモンドと鉄を接触加熱させると、鉄との
接触部でのみダイヤモンド表面は変質し、黒鉛の生成が
確認される（図 16（b））。この黒鉛は、鉄とダイヤモン
ドの接触を妨げていると考えられるので、酸化反応によ
り黒鉛の除去を行い（図 16（c））、黒鉛層の除去後、図
16（d）に示すようにダイヤモンド表面溝加工部と鉄にお
いて再度接触加熱を行う。この黒鉛層の除去および接触
加熱を繰り返すことにより溝の深さ方向への加工を進展
させる。

（2）繰返し加工プロセス実験

ダイヤモンドは 6 mm角、厚さ 1 mmの人工合成ダイ
ヤモンドⅠB型を使用した。純鉄は、10 mm角、厚さ 5

mmの 試 料 上 に 幅 300 µm、500 µm、 突 き 出 し 高 さ
300 µmの溝形状を作製したものを使用した。プロセス
実験には、卓上真空ガス置換炉（㈱アドバンテック東洋
製 FUA112DC）を使用し、真空中（真空度 8.3 Pa）で
加熱を行った。条件は接触加熱、黒鉛除去ともに加熱温
度を 900 ℃、加熱保持時間 4 h、繰り返し 4回とした。
なお、冷却は炉冷にて行った。

７．３．結果と考察

　実験後のダイヤモンド表面を共焦点レーザ顕微鏡によ
り測定した。繰り返し加工における断面形状の変化を図
17に、接触加熱の回数と加工深さの関係について図 18

に示す。また、1回目および 4回目の溝幅 300 µmの加
工後の結果を図 19に示す。加工は作製した溝部付近で
起こり、加工を重ねるたびに加工深さは進展していくこ
と が わ か る。 加 工 深 さ は、1回 目 の 実 験 後 に は 幅
300 µmでは4.29 µm、幅500 µmでは1.78 µmであったが、

4回 目 終 了 時 に は 幅 300 µm、500 µmそ れ ぞ れ で
26.33 µm、19.48 µmの加工深さが得られた。また、1度
に進展する加工深さについて、1回目の加工と比較して
2、3回目の加工では約 2倍の加工深さとなっている。

７．４．まとめ

　真空中での純鉄との接触加熱による溝加工において、
工程中にダイヤモンド表面に生成する黒鉛の除去工程を
加えながら接触加熱を繰り返すことにより、ダイヤモン
ド表面におよそ 20 µmの深さの溝を形成することができ
た。今後は、形成面の表面特性の改善を目指していく。

８．生体センシングチップ用半導体デバイスの低エネル

ギー化の検討

大村泰久＊10

　これまで、非侵襲的手法として知られているPhoto-
plethysmogram（PPG）によるアルコール摂取検知セン
サーの基礎検討を進め、データに基づくアルゴリズムの
提案を行い、一定の成果を収めた。他方で、被験者の汗
などを化学分析する方法によってアルコール摂取検知を

図16．Working process
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図17．Sectional shape of additional machined surface
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図19．Surface profile of additional machined surface
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行うことを想定した無電源動作のMEMSセンサー用溶
液撹拌装置の提案も行った。以上は、2017年度までの
成果である。
　今年度は、上記のこれまでの成果を更に現実的に進め
るための検討を行った。まず、MEMSに応用する透明
電極材料として想定しているZnO薄膜の物性制御に関す
る検討も行った。既に、2016年度に薄膜の抵抗を左右
する伝導性のメカニズムとその制御方法に関して新しい
知見を得ているが、2018年度は薄膜作成時の抵抗値評
価における注意点について実験的に解析し、材料特性評
価の方法における課題と問題を避けるための評価手法を
提案した。
　これらに加え、アルコール摂取検知センサーを将来的
にはバッテリレスで駆動させるため、超低エネルギー動
作半導体の基礎研究も実施してきた。今年度は、今後ど
のような半導体をどのように使うべきかを明らかにする
ため、総合的な観点からの議論を著作としてまとめると
共に、具体的な考察の例として、超低エネルギー動作す
る半導体の一つで現在議論されているトンネルFETの
スイッチング動作性能の問題点を探った。集積回路化に
とって好ましい横型トンネルFETの信号遅延時間に悪
影響を与えているミラー容量の削減方法と、それによる
スイッチング時間の改善効果を明らかにした。

９．レーザ加工法によるマイクロ微細構造の創成

新井𣳾𣳾＊11

９．１．はじめに

　一般に、走査電子顕微鏡（SEM）内で動力を発生さ
せようとする場合に、電動モータのように電磁波を発生
する動力源を用いると、SEMの電子が偏向され画像が
ひずむことがある。このことより、電磁波を生じない動
力源が求められる。本研究では、SEMチャンバー内で
微小構造の様々な動きを実現させるための動力源とし
て、光放射圧を利用したMEMSモータの開発を目指し
ている。本研究で開発するMEMSモータは図 20に示す
ようにマイクロロータの周囲に光を照射するための光導

波路を設置し、光放射圧により電磁波が生じない回転力
発生装置である。さらに、このロータにより得られたト
ルクを歯車列によってより大きな動力として取り出す構
造の開発を目指している。
　本年度は、昨年度の成果に基づき、より高速回転が可能
な光マイクロロータの設計・製作、並びにロータで発生
したトルクを伝達させるための歯車列の製作を行った。

９．２．マイクロロータの製作

　電気学会論文誌Eにおいて報告したロータの回転速度
とロータ直径に関する成果に基づき、図 21に示すよう
な昨年度までの直径 100 µmからより半径の小さなロー
タを製作し、高速回転によるより大きな動力の取り出し
機構を製作した。直径が 70 µmのマイクロロータを
Nanoscribe 社製の 3 Dプリンタを用いて製作した。よ
り安定した回転を得るために、2方向からの照射では
なく、 3方向からの照射による回転ロータを設計・製作
した。

　昨年度の 2方向からの実験結果では、レーザ光 1本当
たり 26.5 mWにより得られる光放射圧から、ロータ先
端で得られるトルクは 3.58 fNmであることが分かった。
本年度はより実用に近づけるために、図 21に示す 3方
向からのレーザ光を照射する新たなロータを 3 Dプリン
タで製作し、ロータが液体中で回転することを確認した。
3方向からバランスよく力がかかることより、安定した
回転が得られている。今後、より高いレーザーパワーに
より、シミュレーション通りの回転を得ることを目指し
ている。

９．３．軸付きギアの開発

ロータの改善に伴い、より高速回転力から動力が得ら
れることより、図 20に示すような星形の歯車列の製作
を本年度は進めた。昨年度から図 22に示すような設計
変更に伴い、ギアと軸の間にすき間が存在しない構造を
目指すとともに、機械工学分野で長年にわたって研究が
なされてきた通常の歯車での議論をマイクロ領域におい
て発展させるギア列の開発を目指し、図 23に示すよう
な軸と一体化した歯車列を 300 µmの寸法で製作した。

図21．三方向から光放射され回転するロータ

＊11　システム理工学部教授　工学博士

図20．マイクロモータの概念図
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　さらに、図 24に示すようなモーメントバランス法に
基づき、より正確なマイクロギアの伝達効率を計測した。
　製作したギアにおけるトルクの伝達特性を図 25に示
す装置を用いて実施し、作製した歯車列のトルクの伝達
効率を測定した。マイクロ領域の歯車であっても、伝達
効率は、90～95%程度得られることが分かった。新たな
装置の開発に伴い、昨年までに比してより再現性のある
精度の高い結果が得られている。

９．４．おわりに

　本研究ではMEMSモータの開発を目指し、ロータの
高速回転を目指した設計並びにその装置を製作した。さ
らに歯車列を製作し、マイクロ領域における伝達特性を
モーメントバランス法を用いて明確にした。

10．ハイパーサーミア材料への応用を目指したナノ粒子

交流磁場応答に関する研究

稲田貢＊12

10．１．はじめに

　金属や半導体を直径数ナノメートルのナノ粒子にする
と、その電気的、光学的、磁気的特性が大きく変化する
ことが知られている。これまで金ナノ粒子および金ク
ラスター粒子の光学特性を利用したグルコースセンサー
などを報告してきたが、本年度はアルミニウム（Al）
ナノ粒子、鉄ナノ粒子およびシリコンナノ粒子の磁気的
特性を測定するとともに、ハイパーサーミア材料への応
用の可能性を検討する研究を進めてきた。ここではその
Alナノ粒子について、その進捗を報告する。

10．２．実験内容と結果

　金や白金などの貴金属ナノ粒子は自発的磁気モーメン
トを持ち、その集合体は超常磁性を示す。ナノ粒子が示
すこのような磁気的性質はバイオメディカル材料への応
用が期待されている。一方、我々のグループでは、パル
スレーザーによる非平衡プロセスを用いて作成したAl
ナノ粒子が超常磁性を示すことを発見した 11）。その磁
気モーメントの起源についてはサイズ効果（表面効果）
が有力であるが、十分には理解できていない。しかし、
磁性Alナノ粒子が作成可能となれば、その応用範囲は
極めて広く魅力的な材料といえる。本研究では、Alナ
ノ粒子のハイパーサーミア療法への応用を目指して、ま
ずはその基本的な交流磁化特性を調べることにした。
　Alナノ粒子は、繰り返し周波数が 20 kHzのNd-YAG
パルスレーザーを用いて、αアルミナ粒子を純水中でア
ブレーションすることで作成した。本手法では、平均粒
径が 19 nmのAlナノ粒子を作成することができた。X線
回折測定から、Alナノ粒子は結晶性を有し、表面酸化
はあるが大気中で安定であった。
　図 26は、Alナノ粒子とAgナノ粒子を混ぜた混合試料
のM-H特性である。これから、Agナノ粒子のみでは磁
化しないが、Alナノ粒子との混合試料は外部磁場に対
して磁化が急激に立ち上がり、やがて飽和する「超常磁
性」であることがわかる。また、その飽和磁化の値は
Alナノ粒子の含有量が多くなるほど増加していること
がわかる。つまり、Alナノ粒子は自発的な磁気モーメ
ントを有した「磁性ナノ粒子」であることを示している。
加えて、図 26からは明瞭には確認できないが、低磁場
領域を拡大すると、AlとAgが同程度含まれる試料では
磁性ヒステリシス、つまり強磁性的振る舞いが見られた。
このような磁性ナノ粒子を医療に応用する例として、

図24．モーメントバランス法のマイクロギアへの適用モデル

図25．適用実験

＊12　システム理工学部教授　博士（材料科学）

図22．軸と一体化した歯車列

図23．製作したギア列
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「ハイパーサーミア治療」が挙げられる。ハイパーサー
ミア治療は、患部に磁性粒子を配置して交流磁場を印加
することで磁性粒子周囲のみを局所的に加熱してがん細
胞などを死滅させる温熱療法である。
　磁性体ナノ粒子に交流磁場を印加した際の発熱は、強
磁性ナノ粒子については「ヒステリシス損」、超常磁性
ナノ粒子については「磁気緩和」によるエネルギー損失
によって起こる。磁気緩和によるエネルギー損失量は、
交流磁化率の虚数部がパラメータの一つとなっている。
つまり、その値が最大となる周波数で最も発熱量が大き
くなる。そこで、超常磁性Alナノ粒子のハイパーサー
ミア材料としての適性調査の第一段として、Alナノ粒
子の交流磁場応答特性について調べた。ただし、本年度
は研究室の実験設備の制約もあり、Alナノ粒子の交流
磁化率そのものではなく、Alナノ粒子を含むソレノイ
ドコイルのインダクタンスからAlナノ粒子の交流磁場
応答についての知見を得ることにした。
　交流磁場応答特性は、Alナノ粒子を詰めた薬用ゼラ
チンカプセルにエナメル銅線（φ0.32 mm）を巻き、直
径 5 mm、長さ 10 mm、巻き数 60回のコイルを作成し、
そのインダクタンスの周波数依存性を計測した。また、
比較のため空カプセルの試料も作成した。測定にはLCR
メータ（HIOKI 3532-50）を用い、周波数のスキャン範
囲は 0.1 MHzから 5.0 MHzとした。その結果を用いて、
空カプセル（大気）に対するAlナノ粒子の比透磁率を
求め考察した。
　図 27に測定結果を示す。図 27のインセットは、コイ
ルのインダクタンスの周波数依存性である。測定周波数
の全域において、Alナノ粒子試料のインダクタンスLAl

は大気試料のインダクタンスLairよりもわずかに小さく
なっている。また、透磁率の実数部の比、µ’r=（µ’Al/µ’air）
および虚数部の比、µ”r=（µ”Al/µ”air）の周波数依存性を
プロットすると、µ’rは全周波数領域でほぼ 1であるが、
µ”rは 1.2 MHzと 2.1 MHz付近で最大値をとり、高周波
領域ではµ”r=1に収束するような特性が得られた。µ”r

はエネルギー損失に関係するため、ハイパーサーミアへ
の応用には 1～2 MHzの周波数が最適だと考えられる。
一方、高周波数領域においてµ”r=1に収束したのは、磁
気モーメントの応答が交流磁場に追従できなくなったた
めと考えられる。

10．３．まとめ

　今年度の実験では、上述のようにカプセルを含むコイ
ルのインダクタンスから芯部の“有効透磁率”を算出し、
Alナノ粒子の交流磁化率と関連づけたが、より詳細な
Alナノ粒子の効果を考察するためには、ナノ粒子中お
よびナノ粒子間を流れる渦電流などを考慮する必要があ
る。また、現状では得られた比透磁率の値は小さく、高
透磁率材料としてあまり魅力的ではないように思われる
かもしれないが、現状で測定しているのは環境を含めた

「見かけの透磁率」であることを注記したい。なぜなら、
この「見かけの透磁率」は材料の磁化率（帯磁率）その
ものではなく、カプセル内のナノ粒子密度や試料形状な
どに大きく依存するからである。今後は上記の点に注意
しながら、Alナノ粒子およびAlとAgナノ粒子の複合試
料のintrinsicな交流磁場特性の詳細を調べるとともに、
密度や形状依存性についても調査して応用に適した諸条
件を探っていきたい。加えて、ジェル中にそれらナノ粒
子を加えた擬似試料での発熱効果についても実験する予
定である。

謝辞

　本研究の一部は、「文部科学省私立大学戦略的研究基
盤形成支援事業（2018年度）」によって実施されたもの
である。
　また、大腸菌の遺伝子組み換えや顕微鏡観察にご協力
いただいた国立研究開発法人情報通信研究機構の佐川博
士、小嶋博士にこの場を借りて御礼を申し上げる。

図26．Alナノ粒子およびAl-Ag複合試料の磁気特性 図27．Alナノ粒子コイルのインダクンスおよび比透磁率の
周波数依存性
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１．はじめに

青柳誠司＊１

　本プロジェクトは、私立大学戦略的研究基盤形成支援
事業の支援を受け、ナノ・マイクロメートルスケールの
３次元微細構造の創生技術とバイオミメティクス技術の
融合による新学問分野の確立、およびその医療デバイス
およびメカトロニクス・ロボティクス関連のデバイス開
発への応用を目的として実施された。本プロジェクトの
実施期間は 2015年度から 2019年度であり、本年度はそ
の最終年度にあたる。
　プロジェクトは 12名の研究者で遂行され、大まかに、
ナノ・マイクロ加工グループ（青柳、新宮原、新井、山
口）、医療応用グループ（福永、大村、稲田、高澤、歌）、
バイオミメティクスグループ（伊藤、鈴木、高橋）の３

グループに分かれて研究を行ってきた。今年度も昨年度
までに引き続き、研究者が各々の専門分野において研究
成果をあげた。
　以下に 2019年度のプロジェクトの成果を簡単に記す。
生体模倣グループでは蚊の口器を模倣した無痛針の開発
に一層の進展が見られた。特に、本年度はナノインプリ
ント法により非常に高いアスペクト（高さ／直径）比を
有する微細針の複製に成功したことが特筆すべき成果と
いえる。また、より人間の皮膚に近い挙動を示す人工皮
膚の開発に成功し、微細針の開発に応用した。これらの
成果により、開発した微細針の上市を検討できる段階に
まで達することができた。その他、タコの吸盤を模倣し
たロボット用グリッパ、蝉の羽を模倣した殺菌効果を有
するナノ表面の研究も継続して実施し、それぞれに進展
が見られた。

ナノ・マイクロ加工グループにおいては、貴金属薄膜
の微細パターンを触媒として湿式の化学反応により Si
基板に高アスペクト比の微細孔を形成する技術を開発し
た。本技術は Si 基板の貫通ビア配線の形成に有用であ

ると期待される。
　医療応用グループでは、光駆動型生体センサチップに
必要なマイクロモーター等のMEMSデバイスについて、
基礎技術の提案、力学モデルの構築、電気回路モデルの
確立および数値シミュレーション、ZnO製の光駆動素子
用の透明保護膜の提案と基礎検討を行った。また、水晶
振動子を用いたタンパク質検出センサを提案し、その開
発の初期段階として抗アルブミン抗体を水晶振動子に固
着する技術の確立に成功した。
　更に、３次元光造形装置を利用して作製した極微小光
モータを動作させることに成功した。その他、３次元加
工技術を利用した高効率な環境発電デバイスの開発も継
続して実施している。
　上記したプロジェクトの成果の内、主なものについ
て、その詳細を次章より各担当者が記述する。

２． ナノインプリント法による高アスペクト比ポリ乳酸

微細針の作製

青柳誠司、山口智実＊２、鈴木昌人＊３

２．１．緒言

　筆者らは低侵襲性の無痛針を実現するために、蚊の口
針を模倣した微細針を開発してきた。開発の成果として、
超精密 3次元光造形装置（“Photonic professional GT”、
Nanoscribe GmbH、Germany、作製分解能 0.2 µm）を
用いた樹脂製針の作製、および精密フェムト秒レーザ加
工装置を用いたステンレス製針の作製に成功した。これ
らの針は蚊の口針の忠実に模擬しており、穿刺時の侵襲
性を低く抑えることが可能である。ただし、上記の加工
法は生産コストがかかるために量産性の観点から改善が
必要であった。そこで、2018年度より量産性の高い針
の作製法の開発として、ナノインプリント法を用いた針
の転写複製法の開発を実施した。昨年度の段階で既に微

３次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・
医療への応用
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細針の複製に成功していたが、針のアスペクト比を更に
向上させることが課題として残っていた。そこで、本年
度はよりアスペクト比の高い微細針の転写・複製に取り
組んだ。

２．２．実験手法

　ナノインプリント装置として、明昌機工のNM－0901HB
を用いた。本機の成形パラメータは、押付圧力、温度、
押付時間、離型時の温度がある。図 1は本実験の原理図
である。本図に示すようにモールドとポリ乳酸樹脂

（Polylactic acid, PLA）シートをチャンバー内に設置し、
熱ナノインプリントを行った。シリコンウェハとPLA
の接着を防ぐために、COP（シクロオレフィンポリマー）
をPLAの下に設置した。本研究で用いるPLAシートの
ガラス転移温度および融点はそれぞれ 60℃および
170℃であるため、熱ナノインプリント時の設定温度は、
これらの温度の間で考慮した。雰囲気は空気（大気圧）
とした。

図１．熱ナノインプリント法における各成形プロセスの模式図

　母型である微細針は前述の 3次元光造形装置を使用し
て作製した。この針の全長は 1.0mm、直径（直線部）
は 0.1mmとした。また、先端部は 2段階に分けられて
おり、一段階目の先端角は 60 °、長さ 0.1mm、二段階
目の先端角は 23 °、長さ 0.85mmとした。次に、作製し
た母型の周辺に電解メッキ法によりニッケル（Ni）を成
長させ、最後に母型を除去することによって押型（モー
ルド）を作製した。さらに、ナノインプリントを実施す
る前にモールドの内面にフッ素系離型剤（DAIKIN，
OPTOOL DSX）を塗布した。

２．３．実験結果および考察

　実験の結果、熱ナノインプリントにより先鋭な円錐形
状を作製できる押付圧力および温度はそれぞれ 20MPa
および 160℃であることが判明した。この条件を長い微
細針の成形に適用すると、高さがわずか 150 µmの短い
円筒のみしか得られなかった。そこで、押付圧力と温度
を更に上げて、温度は１℃間隔で 163～ 167℃に、押付
圧力は 20MPa、22.5MPa、および 25MPaにそれぞれ
設定した。離型時の温度は 100℃に設定した。
　押付圧力と温度に対する微細針の高さを図 2に示す。
先鋭な先端を有する長い微細針を実現するための押付圧

力と温度は、それぞれ 25MPaおよび 166℃であった。
167℃で成形した場合、針が曲がり、先端が欠けてし
まった。167℃におけるPLAの粘度は 166℃のものより
低く流動性が高いため、モールド内壁の微細な凹凸に入
り込んだPLAが、離型時に大きな抵抗となり、微細針
の破損に至った可能性がある。作製した微細針の曲がり
は 167℃以外においても見られたため、離型時に流動性
が高くならないような離型時の温度（成形時の温度では
ないことに注意されたい）についても実験的に調査した。
　離型時の温度が高くなると、PLAの粘度が低くなり、
成形物が変形しやすくなる。そのため、微細針がわずか
に曲がってしまった可能性がある。そこで、離型時の温
度を 100℃から、98℃または 96℃と低く設定し、微細
針の熱ナノインプリントを試みた。

図２．成形温度と押付圧力に対する作製した微細針の高さ

図３．離型時の温度を変更した場合の微細針の作製結果
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　離型時の温度が 96℃の場合、微細針の表面に多くの
デブリが生じ、先端が欠けてしまった。これは、モール
ド内壁の微細な凹凸に入り込んだPLAが硬化し、モー
ルドを微細針から離型する際に生じる抵抗力が大きく
なったためと考えられる。一方、離型時の温度が 98℃
の場合、図 3に示すように、変形することなく微細針の
作製に成功した。PLAが完全に硬化せず、抵抗力が低
下したため、デブリや変形も無く成形できたと考える。
この離型時の温度で 6回微細針を作製したが、全てにお
いて変形が見られず、高い再現性を達成できた。

３． ケラチンフィルムを用いた二層構造の皮膚の再現お

よびその特性評価

青柳誠司、福永健治＊４、高澤知規＊５、歌大介＊６

３．１．はじめに

　我々は低侵襲性微細針の開発に際し、針の穿刺時に皮
膚から針に与えられる抵抗力を定量的に評価するため
に、ポリジメチルシロキサン（PDMS）製の人工皮膚を
用いてきた。しかし、この人工皮膚は人間の皮膚全体を
表面から押したときのヤング率を再現したものであり、
実際の皮膚とは力学的特性が大きく異なる。人間の皮膚
は角質層、表皮、真皮、皮下組織と複数の層から構成さ
れており、角質層が最も弾性率が高く、皮下組織が最も
弾性率が低くなっている 1)。
　そこで、人間の角質層に近い力学的性質を有するケラ
チンフィルムを用いることで、角質層の再現を行った。
実際の角質層は外界と接しているため、状況によっては
水分の含有量が異なるため水分量の調節が必要となる。
そこで本稿では、寒天（アガロースゲル）にケラチンフィ
ルムを貼り付けることで適度な水分を含ませ、力学特性
の評価を行った。そしてこのケラチンフィルムを皮下組
織を再現した寒天に貼り付けることで力学的に皮膚を模
倣し、これを対象として微細針の穿刺実験を行うことで
人工皮膚の特性を評価した。

３．２．実験方法

　最初に厚さ 30 µmのケラチンフィルムの機械特性（ヤ
ング率）を引張試験により測定した。図 4に使用したマ
イクロ材料試験機（テック技販製：定格５N、引張、圧力
と変位を同時に検出可能）を示す。引張速度は 0.1mm/s
とした。ケラチンフィルムは乾燥させたものと水分を含
ませたものを用い、その結果を比較した。また更なる比
較対象として生体のマウスから切り出した皮膚について

も同様の測定を実施した。
　また、上述のケラチンフィルムをヤング率２kPaの寒
天（厚さ約 10mm）の上に貼り付けることにより人工
皮膚を作製し、これを用いて市販の医療用注射針を対象
とした穿刺実験を行った。注射針としてテルモ社のナノ
パスニードル®（ステンレス鋼製、34 G、外径：0.18mm、
長さ：４mm）を使用し、これを 0.1mm/sの速度で穿刺
する際に人工皮膚から受ける抵抗力を測定した。比較対
象としてヤング率 0.4MPaのPDMS製人工皮膚について
も同様の測定を行った。

３．３．実験結果および考察

　図５にケラチンフィルムおよびマウスの皮膚の引張試
験結果を示す。乾燥させたケラチンフィルムのヤング率
は水分を含むケラチンフィルムのヤング率よりも高く
なった。フィルム中のケラチン繊維が水分により膨潤し、
繊維同士の結束が緩んだためであると考察される。
　人工皮膚を対象とした針の穿刺試験結果を図６に示
す。ケラチンと寒天を積層した人工皮膚では、針先端が
皮膚表面に接触してから更に 0.8mm前進させた時点で
針先がケラチンフィルムを貫通している様子が確認され
た。ケラチン層を貫通した後に寒天層を進む際には抵抗

＊4　化学生命工学部教授　水産学博士

＊5　群馬大学医学部付属病院集中治療部講師　博士（医学）

＊6　富山大学薬学部助教　博士（医学）

図４．ケラチンフィルムの引張試験系

試験片

図５．ケラチンフィルムの引張試験結果
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力はほとんど増加しなかった。一方、PDMSに穿刺した
際には針先端が皮膚表面を貫通した後も、針の前進に伴
い抵抗力が増加し続けた。これは、PDMS製人工皮膚は
厚さ方向に対して機械特性が一様である一方、ケラチン
と寒天を積層した人工皮膚では、両者の機械特性が大き
く異なることが原因であると考察される。
　上記の結果を動物を用いた針の穿刺実験における挙動
と比較すると、ケラチンと寒天を積層した人工皮膚の方
が、より動物実験に近い結果が得られた。このことから、
ケラチンと寒天を積層した人工皮膚の方がPDMS製の人
工皮膚より動物の皮膚をより精緻に模倣していると結論
付けられる。今後このケラチンフィルムと寒天を積層し
た人工皮膚を利用して微細針の評価を行うことで、より
実用に即した評価結果を得ることができるようになると
期待される。

４． 柔軟な水袋パッドを有するタコ模倣型真空吸着グリッ

パの開発

高橋智一＊７

　画像処理などによる物体検出が比較的容易になるなか
ロボットハンドで複数の物体を搬送できれば、生産工場
における部品の組み立て、物流センターにおける箱詰め
作業を自動化できる。しかし、従来のロボットハンドは
対象物体の把持に最適化されたハンドであった。そこで
我々は多様な物体を把持できるハンド開発のため、柔軟
な吸盤と腕をもつタコの足を参考に真空吸着グリッパを
研究している。これまで、ジャミング機構に吸盤を組み
合わせたグリッパを開発している。ジャミング機構は対
象物体の形状になじむ機構である。袋に粒子などを充填
した柔軟な構造をもつが、袋内圧を下げると袋の剛性が

増大する。また、吸盤は体積膨張により負圧を生成する。
これにより、袋に多数の吸盤があっても、個々の吸盤の
動作制御が不要である。
　ジャミング機構は物体形状になじむが、物体を吸着す
ると同時に袋の剛性が増大するので、この機構だけでは
把持後の物体の形状変化に追従できない。そこで本稿で
は、このグリッパに柔軟な水袋パッドを取り付ける。水
袋パッドは常に柔軟であり、パッド内圧により物体の形
状に合わせて凹凸を作り出す。単純な薄いゴム製パッド
でも同様であるように思われるが、もし物体の形状変化
により物体がパッドから離れた場合、パッドは復元力に
より元の形状に戻るため物体に追従しない。本プロジェ
クトにおいて昨年度までに、試作したグリッパで柔軟な
パウチ容器を把持できることを確認した。そこで、本年
度は水袋パッドの耐荷重性を確かめた。
　本試験では 2種類の水袋パッドの耐荷重を調べた。１

つは 2枚のゴムシートを接着して袋にした水袋パッドで
ある。もう 1つはグリッパと連続したゴム膜をグリッパ
に接着して袋にした水袋パッドである。前者は従来から
作成しているパッドであるが、接着箇所が多く、また、
その接着面積も小さい。後者はパッドの耐荷重性を向上
させるため、接着箇所を減らし、その接着面積を増大さ
せたパッドである。本稿では、前者を従来型パッド、後
者を改良型パッドと呼ぶ。
　これらを電動スライダの先端に取り付け、アクリル製
ステージに押し付けてパッドの破損する荷重を計測す
る。電動スライダは変位を制御しており、そのときの反
力をロードセルで測定できる。測定中のパッドの形状を
撮影するため、パッドの側面と裏面をカメラで撮影した。
また、荷重をパッドに均一に加えるため、ジャミング機
構は使用せず、代わりに荷重によって変形しない樹脂を
グリッパに挿入した。
　水袋パッドに荷重を加えると、いずれのパッドもグ
リッパ側面に向かって水が移動して、パッドが膨張す
る。パッドが膨張すると内圧が増大する。従来型パッド
ではゴム同士の接着部分に亀裂が生じ、水が漏れた。水
が漏れた荷重は 70 Nであった。それに対して、改良型
パッドでは、90 Nの荷重を加えても水は漏れなかった。
なお、ロードセルの定格荷重は 100 Nであるため、90 N
以上の荷重は加えていない。
　今後は試験回数を増やし、試験の測定精度を向上させ
る必要がある。また、パッドを変更したことによる把持
性能を比較し、耐荷重性向上とのバランスを検討しなけ
ればならない。そのうえで、パッドの形状の最適形状を
探索し、作製を容易にするため構造を単純にする。この
ほかにも、実際の吸着動作における耐久性を調べる必要
があるだろう。また、樹脂に水を封入すると、樹脂の隙

図６．人工皮膚の穿刺抵抗力測定結果
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間から水が揮発する。水の揮発量を減らす工夫や水以外
の液体を使用するなどしてグリッパの寿命を延ばす必要
がある。課題は多いが、金属などの固い物体だけでなく
パウチ容器などの柔軟物も把持できるグリッパは生産工
場や物流センターだけでなく他の分野でも有用であると
考える。

５． ナノ構造表面の物理化学的特性と微生物の付着及び

抗菌作用の関係性

伊藤健＊８

５．１．はじめに

マイクロ・ナノ構造の視点で生物を見てみると、昆虫
を代表として様々な優れた機能を持っていることが明ら
かにされてきた。セミやトンボなどの昆虫の翅には無数
のナノメートルオーダーの寸法を持つ柱（ピラー）構造が
存在している。これらの構造は、自己組織化により形成
された非常に特有の構造である。ナノピラー構造は、ロー
タス効果による撥水性を示すほか、光に対する無反射構
造としても知られている。さらに近年、この構造が持つ
物理的な特性が殺菌作用を示すことが報告された 2，3)。
殺菌のメカニズムは、ナノ構造と細菌の細胞膜との相互
作用であると推測されている。特に細胞膜の薄いグラム
陰性菌に効果があると言われているが、そのメカニズム
は解明されていない。
　近年、抗菌剤に耐性のある細菌に感染して死亡する
ケースが増加している。WHOの報告では、年間約 70万
人の人が、抗菌剤耐性感染症により死亡しており、2050
年にはその数は 1000万人にまで増加すると危惧されて
いる 4)。これまでの抗菌剤は化学的作用によるもであっ
たため、細菌が化学物質への耐性を得ると効果が無く
なってしまう。一方、ナノ構造に起因する抗菌作用は物
理的な作用であるため、持続性があり高い殺菌効果が期
待できる。
　これまでの抗菌・殺菌効果を評価する手法としてJIS

（ISO）規格による 24時間培養後の菌の増殖具合を評価
するマクロな手法と 1細胞レベルの作用を見るミクロな
手法がとられてきた。私たちはこれまでに前者の手法を
用いた評価法で人工的なナノ構造でも抗菌性を発揮する
ことを示した 5)。また、後者については、蛍光たんぱく
質を発現する遺伝子組み換え大腸菌を用いた評価法の構
築を報告した 6)。従来のミクロな抗菌作用を評価する実
験では細胞膜の損傷を評価する試薬（PI/SYTO9）を用
いているため、真に細胞が死に至っていることを証明し
ていなかったが、私たちの方法では細胞内に蛍光たんぱ
く質を生成させ、その蛍光たんぱく質の漏れを評価する

ことで細菌の内液の漏れを直接的に観察することができ
た。この手法により、大腸菌がナノ構造に付着してから
死滅するまでに蛍光強度変化の傾きが 3つに分かれてい
ることを見出した。

ナノ構造由来の抗菌作用はその表面でしか作用しない
というデメリットがある。そのため、実用面ではどのよ
うな条件において菌が付着しやすいかを評価する必要が
ある。本年は、人工ナノ構造表面の物理化学的特性であ
る水の接触角（WCA）を制御することで、大腸菌の付着
数が変化するのかを確認し、WCAが抗菌・殺菌作用に
与える影響を評価したので報告する。

５．２．評価法

　試験片としてピラー状ナノ構造（構造間ピッチ 200 nm、
直径約 150 nm、高さ約 500 nm）を有する Si 基板を用意
した 4)。コロイダルリソグラフィとメタルアシストケミ
カルエッチングを利用してナノ構造を作製したのち、ナ
ノ構造の表面にAuをスパッタリングにより約 30 nm堆
積させた。その後、チオール基を有する 2つの試薬（ド
デカンチオールとメルカプトウンデカノール）をある濃
度比で配合した溶液に浸漬することで金表面に自己組織
化膜（SAM）を形成した。ドデカンチオールの末端はメ
チル基であるため疎水的となり、メルカプトウンデカ
ノールの末端はヒドロキシ基であるため親水性となる。
微生物付着試験には大腸菌を利用した。液体培養した大
腸菌をOD600 = 0.2になるように濃度を調整し、Pバッ
ファーに置換したのちDNAを染色するSYTO9とPIを加
え、氷中で 15分放置しDNAを染色した。ナノ構造への
付着数のカウントは蛍光顕微鏡を用いて行った。ナノ構
造を作製した Si 基板（２×２cm角）の両端に両面テープ
を張り付け、上述した大腸菌を滴下した。その後、上か
らスライドガラスを被せて菌液を基板全体に広げた。こ
の状態で 1分放置したのち、重力による付着の影響を避
けるため、上下をひっくり返して観察を行った。細胞付
着数の評価はSYTO9のみで評価した。一方、殺菌評価
については 1分後から観察を開始し、最大で 30分まで
のSYTO9、PIに染色した菌数をカウントし、SYTO9
で染色された菌数を付着している全体の数で除して算出
した。

５．３．結果と考察

　WCAの制御については、メルカプトウンデカノール
の比率を増加することで親水性になり、平坦な Si 基板
では接触角を約 20～105 °の範囲で、ナノ構造を作製し
た Si 基板ではそれが約 10～140 °の範囲で変化させるこ
とに成功した。また、この試験片を用いて大腸菌の付着
数をカウントしたところ、図 7に示すように平坦及びナ＊8　システム理工学部教授　博士（工学）
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ノ構造のある Si 基板の双方においてWCAの増加ととも
に付着数が増加することを確認した。また、ナノ構造の
有無による差をみると同じ接触角ではナノ構造がある基
板ではない基板に比べて約 2倍の付着数となった。これ
らの結果から、大腸菌はナノ構造があり、疎水的な表面
を好んで付着することがわかる。この要因として、大腸
菌の鞭毛は疎水的であるため、疎水－疎水相互作用によ
り付着しているのではないかと推測される。
　次に、細胞レベルでの殺菌評価の結果について述べ
る。今回採用した評価方法は Live/Dead kit を利用した
方法で、微生物の膜損傷を評価する手法である。昨年度
までの結果から、ナノ構造により細胞膜が破壊され、細
胞内液が漏れ出ることを確認しているため、膜の損傷が
あれば菌が死に至ると解釈できる。そのため、本年度は
膜の損傷の有無により生死の判断を行った。SYTO9は
細胞膜を透過しDNAを緑色に染色する。一方、PIは膜
に損傷が入った時にだけDNAを赤に染色する。赤と緑

の菌数の和が付着した細胞数となる。図 8に全体の付着
数に対する緑色の細胞数の時間変化をプロットした。こ
れは付着した大腸菌のうち生菌率を示す指標である。
WCAが 100 °、つまり疎水的な表面では 20分で緑の細
胞数がゼロとなった。一方、WCAが低い場合（測定で
きない程度の低接触角）、つまり親水的な条件では緩や
かに緑の細胞数が低下することがわかった。また、それ
らの中間である 70 ° では、緑色の菌率が時間と共に徐々
に低下した。これらの結果から、疎水的表面の方が殺菌
効果が高いと言え、親水的であっても徐々に細胞膜に損
傷が生じることがわかった。

５．４．今後の展望

　本研究により大腸菌はナノ構造があり、疎水的な表面
に付着しやすく、また殺菌効果も疎水的な方が高いこと
が見出された。今後は、なぜそのような条件が必要なの
かを微生物の条件を変更することで迫っていきたいと考
えている。

６．金属触媒を用いた湿式Si-TSVエッチングの研究

新宮原正三＊９

６．１．はじめに

　AuやPtといった貴金属触媒を Si 基板上に配置し、
HFやH2O2 を含む溶液に浸漬すると、触媒直下の Si の
み選択的にエッチングされる。我々はこの触媒エッチン
グ法を Si 貫通電極（TSV）のような微細かつ高アスペク
ト比の Si ホールを形成する加工法に利用する研究を
行っている。今回の報告では、より高速でエッチングを
行うため、エッチングレートおよびエッチング形状の溶
液温度依存性を調査した。

６．２．実験方法

　図 9に示すような直径 20 µmのAu/Tiディスクパター
ンを Si エッチング触媒として用いた。エッチング溶液に

図７． 平らなSi基板（〇）とナノ構造のあるSi基板（■）に
対する接触角と大腸菌付着数の関係

図８． ナノ構造表面に付着した大腸菌のうちSYTO9で染色
された率の時間変化

　　　WCAは10、70、100 ° の３パターンで変化させた ＊9　システム理工学部教授　理学博士
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はフッ化水素酸 1.0M、過酸化水素 1.3Mの混合溶液を用
いた。様々な温度のエッチング溶液にAu/Ti触媒付きの
Si基板を 30min浸漬し、エッチング形状の観察を行った。

６．３．実験結果

　図10（a）-（c）に異なる温度でエッチングした Si ホール
の断面SEM像を示す。温度の上昇とともにエッチング
深さも増加していく様子が観察できる。図11にSEM像
から見積もったエッチングレートの温度依存性のアレニ
ウスプロットを示す。温度の増加とともにほぼ直線的に
Siのエッチングレートが増加した。ここでエッチング
レートが温度に対し直線的に増加すると仮定し、エッチ
ングレートの温度係数を算出すると、0.016 µm/℃・min
となった。MacEtchにおける反応速度が

に従い変化すると仮定すると（v0：絶対零度での反応速
度、k：ボルツマン定数、T：絶対温度、ΔE：活性化エ
ネルギー）、アレニウスプロットの直線の傾きより、活
性化エネルギーは約 37 kJ/mol であった。溶液中での分
子拡散の活性化エネルギーは 20 kJ/mol 程度であるた
め、MacEtchは反応律速的な振る舞いを示していること
がわかった。さらなるエッチングレートの高速化はエッ
チング溶液の調整が必要であると考える。

７． 生体センシングチップ用半導体デバイスの低エネル

ギー化の検討

大村泰久＊10

７．１．生体センシングチップ用半導体デバイスの検討-I 

<センサチップ用低エネルギーローター>

図12に示す光駆動型生体センサチップ用低エネルギー
動作回転体を提案し、2015年に特許申請を行った。審
査結果として、2019年 1月に特許の成立に至った 7)。
特許申請と並行して、提案した回転体（バイオ材料の検
査等に使用するMEMS薬品混合器の回転板、並びにマ
イクロロボットに適用する場合の推進力を得るためのス
クリュー）の能力を定量的に考察し、かつ設計に対する
見通しを得られるよう、動作解析用理論式を導出する努
力を続けてきた。今年理論構築を終えて、理論に基づく
性能パラメータの数値を計算し、理論の妥当性を確認し
た。その結果に基づき、ミリメートルレベルの寸法の混
合器用回転板の回転トルクとして十分な値が得られる見
通しを得て公表した 8)。

図12．生体センシングチップ用低エネルギーローターの原理図

　また、将来生体のリアルタイム健診を行う生体内を移動
するマイクロロボットの推進力を与えるスクリューとして
応用する場合に、得られるトルクの予想値をナノメートル
レベルのスケールで計算した結果、基本的には、寸法の小
型化によってトルクが大幅に減少しないための外部入射光
条件（LED等で実現可能な照射強度）が現実的に実施でき
る水準であることも明らかにすることができた 9)。

７．２． 生体センシングチップ用半導体デバイスの検討-II

<センサ制御用低エネルギー半導体デバイス>

生体センサチップを駆動させるための回路に適用する
半導体デバイスに関して基本的な検討（デバイス選別、
性能評価、見通し）を行ってきた 10)。
　その検討を通じて、低エネルギー動作に適しているとし
て現在多方面から研究されているトンネルFETを選んだ。

= 0 exp
∆（ （

図10． 液温 (a) 30, (b) 40, (c) 50℃のエッチング溶液で
それぞれMacEtch した Si ホールの断面SEM像

図11． SEMにより見積もったエッチングレートの温度依存性
（アレニウスプロット）
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しかし、回路動作性能を詳しく議論するための適切なデバ
イスモデルが提案されていないため、独自に目的に合わせ
た簡易デバイスモデルを構築することとした。デバイス・
シミュレーションによるスイッチング動作解析に不可欠な
電流式モデルの作成と、デバイスの持つ電気容量成分解析
を行い、スイッチング動作特性の数値解析を試みた。その
結果、高性能なトンネルFETの構造に関する新たな知見
を得て、低エネルギー動作には初期の横型トンネルFET
を変形した構造（図13：ドレイン・オフセット・ゲート
構造）が好ましいことを定量的に明らかにした 11)。

７．３． 「回転体」用の透明保護膜として想定する酸化亜

鉛（ZnO）薄膜の膜質に関する基本検討

　回転体は図１に示すように、横型pn接合によるSolar 
cell構造となっており、表面保護膜としてノンドープ
ZnO膜を想定してきた。従来の半導体用絶縁膜の場合、
外光の主たる透過スペクトルが相対的に赤外領域の長波
長側にあり、キャリア生成効率が下がる。そこで、可視
領域の短波長側の透過率が高いZnO膜を導入することを
想定した。短波長側の光を活用することによって回転体
のキャリア生成量を増加させ、それによって回転トルク
を相対的に高めることができるからである。
　他方で、ノンドープZnO膜は完全な絶縁膜ではないの
で、pn接合の表面を経由する電荷漏れを抑制するため
に抵抗を高めに保つことが必要となる。高い抵抗の膜を
実現するため、膜の伝導特性を決定づける結晶構造やそ
の他の物性の情報を収集してきたが、高い抵抗の薄膜の
抵抗値、特に膜面に沿った方向の抵抗を評価することが
かなり難しいことが分かってきた。そこで、背景にある
メカニズムを実験的に追及してきた 12）。最近の報告など
に基づいて実験結果を詳細み解析した結果、堆積によっ
て構成される柱状結晶構造と膜面内方向の電気的特性の
重要な特徴が強く関係していることと、ZnO膜固有の酸
素欠損が電気特性の安定化を阻害していることがいろい
ろな光応答特性解析によって明らかになり、現在採用し
ている成膜手法に課題があることが明らかとなった。こ
の点の検討は今後の課題である。

８．レーザ加工法によるマイクロ微細構造の創成

新井𣳾彦＊11

８．１．はじめに

　本研究では、走査電子顕微鏡(SEM)チャンバー内で
微小構造の様々な動きを実現させるための動力源とし
て、光放射圧を利用したMEMSモータの開発を目指し
ている。このMEMSモータは図14に示すようにマイク
ロロータの周囲から光を照射し、ロータに発生する光放
射圧により電磁波が生じることのないコンパクトな回転
力発生装置である。さらに、各ロータにより得られたト
ルクを歯車列によってより大きなトルクとして取り出す
構造の開発を目指している。本年度は、昨年度の成果に
基づき、回転トルクを取り出す光マイクロロータの設
計・製作、並びにロータで発生したトルクを伝達させる
ための星形歯車列の製作を実施した。

図14．光駆動マイクロモータシステムの概念図

８．２．マイクロロータの製作

　図15(a)に示すような昨年度までの直径 100 µmより半
径の小さなロータを製作し、高速に回転可能なロータを
製作した。直径 70 µmの 8枚羽のマイクロロータを
Nanoscribe 社製の 3Dプリンタを用いて製作し、3方向
からの照射による回転実験を行った。　
　本年度は、より実用に近づけるために図15(b)に示す
ように 3方向からのレーザ光を照射する新たなロータを
マイクロ３Dプリンタで製作し、ロータが液体中で回転す

図13．ドレイン・オフセット・ゲート構造のトンネルFET

＊11　システム理工学部教授　工学博士

図15．(a)作製したロータのSEM像
(b)ロータが回転する様子
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ることを確認した。3方向からバランスよく力がかかるこ
とより、電気学会論文誌E（doi:10.1541/ieejsmas.138.406）
において報告したロータの回転速度とロータ直径に関す
るシミュレーション結果に即した三方向からトータル
28mWのレーザ照射によって、25 rpmで回転するロー
タを製作することができた。今後、より高いレーザーパ
ワーにより、高速回転を得ることを目指している。

８．３．軸付きギアの開発

　昨年度より採用しているモーメントバランス法に基づ
き、図16（a）に示すような星形の歯車列の製作並びに伝
達効率の測定を実施した。昨年度実施した二枚の歯車列
の伝達効率は 90-95 %程度と一般の歯車列の伝達効率
とおおよそ変わりない結果を得たものの、図16（b）に示
す本年度対象とした星形の歯車列では、伝達効率が低い
結果にとどまっている。今後、その原因について、工作
精度、設計上の改善点を検討し、より高い伝達効率が得
られるように、従来、実施している光ベアリングを歯車
列に組み込むことを検討している。

図16．（a）星形歯車列の3次元CAD図
（b)作製した星形歯車列の上面SEM像

（a） （b） 

８．４．おわりに

　本研究では、MEMSモータの開発を目指し、ロータ
の高速回転を目指した設計並びにその装置を製作し、星
形の歯車列のマイクロ領域における伝達特性をモーメン
トバランス法を用いて測定した。

９． 水晶振動子を用いたタンパク質（ヒト血清アルブミ

ン）センサに関する研究

稲田貢＊12

９．１．はじめに

　我々の研究室ではこれまで金属および半導体ナノ粒子
（クラスター粒子）の特異な光物性・磁気特性の解明に
取り組みつつ、それらを利用したバイオメディカルセン
サの応用に関する研究を報告してきた。センサにはタン
パク質やポルフィリン誘導体など生体との親和性の良い

分子材料とナノ粒子を組み合わせた「分子・ナノ粒子集
合体」の物性がターゲット材料との反応や相互作用に
よってわずかに変化することを利用する。一方でそれら
集合体を作成する際には各種薄膜作成装置、微細加工装
置や各種物性評価装置を駆使する。作製する試料は微小
なナノ構造であるから、それらの物性を評価する装置も
自ずと高い感度が必要となる。つまり我々が日常的に用
いている装置の中で、実は高感度なセンシングをしてい
る、ということも少なくない。その一例として薄膜堆積
装置において薄膜の膜厚をモニターする水晶振動子型膜
厚センサが挙げられる。これは水晶振動子の発振周波数
が堆積物の付着によりわずかに変化する現象を利用して
堆積物の膜厚を測定する方法である。この手法は、例え
ば特定のタンパク質を特異的吸着する物質を水晶振動子
に固定しておけば、振動子の発信周波数の変化により検
体中のタンパク質濃度をセンスすることが可能である。
そこで本年度は糖尿病性腎症の早期診断に利用可能な微
量アルブミン尿を検出することができる水晶振動子セン
サの開発を目指して、実験装置の構築から研究を進めて
きた。ここではその進捗を報告する。

９．２．実験内容と結果

　検出対象物が水晶振動子に付着した際の、振動子の質
量増加にともなう発振周波数変化を利用したセンシング
は「水晶振動子マイクロバランス（Quartz Crystal 
Microbalance: QCM）」と呼ばれ、その基本的な発振
周波数と振動子の質量変化の関係はSauerbreyにより
1959年に報告された 13)。それによると振動子の質量変化
∆m（単位：グラム）と発振周波数変化 ∆F（単位：ヘルツ）
の関係は、

と表すことができる。ここで F0 は水晶振動子の基本発
振周波数(Hz)、Aは電極面(cm2)、Aは水晶の剪断応力
(2.5×1011 g/cm・s2)、p は水晶の密度 2.6 g/cm3 である。
本研究で用いた水晶振動子の面積と基本発振周波数はそ
れぞれ 0.2 cm2 と 6MHzである。それらの値を上式に代
入すると、期待される検出分解能は 1.6 ng/Hzとなる。
アルブミン分子の分子量はおよそ 66000程度であり、糖
尿病性腎症など腎臓に何らかの障害がある場合に尿中に
含まれるアルブミンの量は 100mg/L程度である。仮に
尿サンプルの体積を 10 µlと仮定すると、その中に 100 ng
のアルブミンが含まれることになる。したがって発振器

（または振動検出器）にkHz程度の周波数分解能を担保す
れば目的のバイオセンサとして機能することが期待でき
る。通常、薄膜の膜厚計に用いられる振動検出器は0.1 kHz＊12　システム理工学部教授　博士（材料科学）
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程度の分解能であるから上記の条件を満たしている。
　本研究では水晶振動子の発振周波数検出器として
INFICON社のXTC/2を用いた。本装置は本来、真空蒸
着装置で堆積薄膜の膜厚を測定する装置であるが、セン
サヘッド部に防水を施せば液中での動作が可能である。

本年度はまず、アルブミンセンサとなり得る抗アルブ
ミン抗体を固定化した水晶振動子の作成から研究を始め
た。アルブミンはヒト血清アルブミン(HAS)を想定し、
抗アルブミン抗体には抗HASポリクロナール抗体を用
いた。具体的には水晶振動子の金電極上にポリエチレン
イミンを介して抗HASポリクロナール抗体を固定した。
このようにして作成した水晶振動子は液体中で十分に安
定した振動数で振動することを確認した。

９．３．まとめ

　今年度の実験では上述のように真空蒸着用の水晶振動
子膜厚計がタンパク質（アルブミン）センサとして動作
可能かを検討した。その結果動作可能と判断したため、
真空用センサヘッドを液体中で動作できるように改造し
た。その上で、水晶振動子に抗HASポリクロナール抗
体を固定しHSAが検出可能な水晶振動子を作成した。
今後は本装置が実際に糖尿病性腎症診断に可能な分解能
で尿アルブミンを検出できるかどうか確かめたい。また、
QCMのコンセプトの発展として原子間力顕微鏡のカン
チレバーの共振を用いるセンサの開発が考えられる。測
定計のエレクトロニクスは十分に発展しているのでより
高感度なバイオセンサの実現が期待できる。
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